3 月度木曜例会（2014/03/06）
本日のゲストスピーカーは Kirsten Smith さん。アメリ
カオレゴン州 Portland から 1 年前に来日、茨木市に在住、
英語教師以外にも様々な事を忙しく活動しています。タ
イトルは”Where I’ve Been and Where I’m Going: My
life and my cultural experiences in a nutshell.”と言う事
ですが若さにはち切れんばかりのテーマですね。伺うと
近々Bolivia にボランティアとして飛び立つそうです。さ
てどんな話になるのやら？TOC は
（1） My Home: Portland, Oregon, USA.
I will discuss my hometown, where I was born and raised. It is a very social place for many
reasons, with a unique culture, and I am eager to share it with you! A few great things about
Portland that I will discuss are; It’s Natural beauty, It’s liberal ideas, The community, DIY,
People are people, Microbreweries and Wineries, and the coast.
18 歳までここに過ごしました。この項での特記事項は
その１）Keep Portland WEIRD とは？地元産業をサ
ポートする目的で作られたスローガン、自動車のステ
ッカーや各所で目に付きます。
その２）IPRC とは？Do It Yourself culture を促進す
る 為 の Independent Publishing Resource Center
(IPRC Portland) 各種クラフト作成用の工具類、マ
ガジン、Zine 等作成用道具、写真、絵画関連、ラヂオ
ステイション、音楽設備等が整っており、そこで彼女
は友人たちとグループでミニラジオ局を開設、DJ をしていました。その運営費用は寄付、自身
も月＄20 払っていたそうです。
その３）People are still people. この意味は N.Y L.A 東京等の都会人は足早で歩き、金儲け優
先、よく働きそのスピードには付いて行くのが大変！なんだか People are not people anymore.
の感がします。知らない人は見向きもされない。でも茨木では I never feel I don’t exist.です。
バス停で声も掛けられますよ。
（２）My family and my Hobbies.
My family is a very big part of my life. I’d like to tell you to know about them. I’m also a very
busy person with many interests! Here are some of the things I like to do. Travel, dancing,
cooking, zines, and music.
海外 14 カ国に行きました。ダンスは swing dance が好き、高校の
時クラブに入っていました。そして歌とギター、永い事聖歌隊の
メンバーでも有りました。いま茨木でも友人たちと楽しんでいま
す。彼ら英語あまりできず私も日本語できず、それでも音楽には
何の問題もありません。
Zines ですが内容は文化、政治、人生相談、写真、漫画、なんで

も有りです。手書きの妙も有ります。ちなみに私の料理レシピ zine￥300 で如何？
Q&A
 Musician は誰がいちばん好き？Joni Mitchell です。The Beatles も良いですね。（結構渋
い好み,それに Kirsten さん Joni の若い頃に風貌が似ています。）またカラオケ大好き人間
です。
 日本料理も作りますか？う～ん、それよりもラーメン食べるのが大好きです。
 家族一同が集まる頻度は？私は年一度必ず帰ります。その時もですが両親の所に夏冬年 2
回集まるようにしています。なにしろ大家族ですから。
（３）My Journey
I will discuss the steps I took from an early age that led me to where I am today, and will
lead me to the next chapter of my life after I leave Japan. These steps include Family Values,
and Volunteering in Mexico, Ghana, Seattle, and Nepal. I will discuss my Young Aspirations,
College and early career at Sub Acute. I will talk about Leaving America; my life in Korea
and my life in Japan teaching English.
最初のボランティア活動はメキシコへの 1 週間でした。カソリック教会の企画に参加し、今ま
で過ごした環境とはまったく異なる体験をし,栄養、健康からさらには社会のいろいろな問題を
知り young aspiration を抱くようになりました。大学では心理学を専攻、そしてガーナに 1 ヶ
月 教える事を学びに行きました。ガーナの子供たち勉強意欲は充分、でも普通は有料です。
私たちの所は教科書も無く設備も不十分、それでも私には教える事が出来るんだと言う事を大
発見、帰国し大学卒業後“Americorps: CityYear”に参加 Seattle office で高校生に 1 年間先生
を務めました。
City Year is a branch of Americorps. Americorps is a domestic service program within the
United States that is modeled after the Peace Corps, which was originally founded by President
John F. Kennedy. The Peace Corps is an international volunteer program run by the United
States government. The stated mission of the Peace Corps includes
providing technical assistance, helping people outside the United
States to understand American culture, and helping Americans to
understand the cultures of other countries. The work is generally
related to social and economic development. In December 1951
Representative John F. Kennedy
suggested to a group that "young
college graduates would find a full life
in bringing technical advice and
assistance to the underprivileged and backward Middle East.
その後韓国に 2 年、1 年目は Pohang に 2 年目は Seoul に、そし
て日本です。その間 Nepal に 2 週間これは commercial launch
volunteer でしたが参加し僧侶に英語を教えて来ました。
Q&A
 日本の歴史文化から何か？新旧いずれも興味深いですね。
Takarazuka 歌劇最高！



ところでよりによってなぜ Bolivia を選んだのですか？その点
はこの次の章でじっくり説明させていただきます。



NPO, commercial launch については？Where do I start?
What should I chase? でした。

（４）What’s Next? Bolivia!
I will be moving to Cochabamba, Bolivia, in South America as of
July of this year. I want to tell you a little bit about Bolivia, and also
about why I’m going there.
 Bolivia: Facts, geography, biodiversity, climate, history, struggle of the people, reform,
recent Politics, culture, and cuisine.
 Maryknoll: who they are and why I’ve decided to volunteer with them?
Maryknoll is a name shared by three organizations that are part of the Roman Catholic Church
and whose joint focus is on the overseas mission activity of the Catholic Church in the United
States.
Throughout its 100-year history Maryknoll has emphasized ministry and missionary work
particularly in East Asia, China, Japan, Korea, Latin America and Africa.
3 ヶ月間スペイン語の語学研修、その後は各種ボランティア活動がありどこで何をするかは未
定です。
前々からラテンカントリーに行きたかった。これまではその前哨戦だったかも知れません。
Living the dream!
Q&A











何ヶ国語出来ます？答えるのは恥ずかしいけれどフランス語は勉強しました。韓国語、日
本語、共に難しいけれど頑張っています。スペイン語は勿論です。
ずいぶんいろいろ行ってるけれどトラブルに巻き込まれませんでした？People are people
の精神です。
Bolivia にはどれくらいの予定？3 ヶ月の語学研修後は寄付金の集まり次第かも？
毎日曜日教会に行きました？我が家は liberal Catholic です。私は仏教も学びました。
Bolivia は 90％が Catholic ですからその点は安心です。
これらの経験を纏めて出版でもするつもりは？パーソナルブログ程度です。Bolivia でニュ
ーブログ立ち上げます。
コミュニティではどんな activity が有るんですか？友人は女性人権グループを立ち上げまし
た。DIY, Zines, art 好みに応じて何でも出来ます。
Oregon の主な産業は？オレゴンパインは有名です
が。林業ですね。ワイン、ビールも有ります。
Portland は 移 住 者 が 多 か っ た が 今 で も ？ retired
community がどんどん増えています。よほど居心地
が良いのでしょう。
Bolivia に行くのに何か心配事はないのですか？まっ
たく。しっかりとした教会のバックが有りますか
ら。



あなたは大変前向きですね。皆さんそうなの？私はいつも something new を求めています。
22 歳で Seattle に教えに行きましたし。All catholic menbers are like family.ですから。



それにしてもあなたのような Volunteer 精神を持っている人どれくらい居るのでしょうね？
分かりませんが J.F.K 曰く Every young people should do volunteer.です。
さて次回は当然 Bolivia に関してというテーマですよね？ぜひまた来てレクチャーしたいで
す。



